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1．はじめに 

知的障害者は知能の発達遅滞があるが、特別に配

慮された教育によって尐しずつ改善していくこと

ができる。知的障害者は周囲の状況に応じた身体を

扱う判断が不得意なことが多く、運動すると動きが

ぎこちない 1)。こうした特徴は障害による身体認識

や運動構造の理解不足が原因と考えられるが、運動

経験を積むことで改善される可能性もある。文部科

学省の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」で

は、特別支援学校の児童生徒も含まれているが、健

常児の統計と区別されていないので、体力・運動能

力の実態は不明である。 

健康関連体力の 1 つである柔軟性を高めること

は関節可動域の拡大や、筋肉・腱の伸展性を高める

ことになり、知的障害児の多彩な身体動作にもつな

がっていくと考えた。本研究は長座体前屈を実測し、

アンケートによりストレッチング実施状況、体力、

運動スキルなどを調査し、健常児との比較や運動実

施状況との関連を検討することにより、知的障害児

の実態を把握するとともに、柔軟性低下の背景や柔

軟性向上につながる要因を探ることを目的とした。 
 
2． 研究方法 

2-1 対象 
 県内の養護学校に在籍する小学部 1 年生から高
等部 3 年生の児童生徒 452 名とした。欠損のあるデ
ータを除外し、得られたデータ数は 352 名である。 

2-2 調査内容・調査方法 

2-2-1 長座体前屈の測定方法 
 文部科学省、新体力テスト実施要項に記載されて
いる測定方法で実施した。 

2-2-2 アンケート内容 

(1)児童生徒の基礎情報 

 学部、学年、性別、誕生月、身長、体重、障害名 

(2)登下校の方法 

 手段、所要時間 

(3)体育授業について 

 1 週間の体育授業時間、体育授業内容など 

(4)学校内外の運動実施状況 

 運動内容、1 週間の実施回数、1 回の時間など 

(5)ストレッチング実施状況 

 1 週間の実施回数、筋・腱にかかる負荷強度、取
り組み状況、長座体前屈の機会など 

(6)体力の状況 

 持久走・腕立て伏せ・片足立ち・立ち幅跳びにつ
いて 5 段階評価 
(7)運動スキルの状況 
 マット、鉄棒、とび箱、縄跳び、走競技、水泳、
ボール運動、ラケット運動などの 17 項目について、
「できる」か「できない」かについて評価。1 項目
1 点とし、全部できて 17 点。 
(8) 1 週間の合計運動時間 
（登校時＋下校時）×5＋1 週間の体育授業時間＋
学校内外の運動時間 
2-3 統計処理 
全ての測定データは平均値±標準偏差で示した。

平均値間の統計的有意差検定には対応のない t 検定

を用い、有意水準についてはいずれも 5%未満で判
定した。 

身長・体重・長座体前屈の平均値の比較には、文
部科学省平成 21 年度体力・運動能力調査の全国平
均値を使用した。小学部低学年は小学校 2 年生、小
学部高学年は小学校 5年生、中学部は中学校 2年生、
高等部は高校 2 年生の平均値と比較した。性別年齢
別の全国平均値と標準偏差を用いて長座体前屈偏
差値を算出した。運動種目による経験の有無で長座
体前屈偏差値の差を検定するにあたり、実施率と未
実施率が 20%以上かつ 80%未満になる運動種目の
み行った。 
 
3．結果と考察 

3-1 全国長座体前屈平均値との比較 

全国平均値に比べて、特別支援学校の児童生徒は

男女とも全ての群で低い結果となった(表 1)。 

ｎ 平均値 SD ｎ 平均値 SD

小低学年 1127 27.1 6.8 34 24.9 5.8 0.040

小高学年 1125 32.8 7.2 52 19.7 10.1 0.000

中学部 1408 43.6 9.4 67 26.2 11.3 0.000

高等部 1239 53.1 11.1 66 30.9 10.3 0.000

小低学年 1128 29.7 6.8 11 28.7 7.2 0.673

小高学年 1126 36.7 7.6 19 23.0 11.7 0.000

中学部 1400 43.9 9.3 41 26.8 9.1 0.000

高等部 1254 47.8 10.2 26 33.1 12.4 0.000

男子

表１　特別支援学校児童生徒と全国の長座体前屈の比較
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一般的に、長座体前屈の値は高校生まで向上し、

大学生になると頭打ちの傾向になる。小学校 1 年生

から高校 3 年生までの長座体前屈平均値は、男女と

も 20cm 以上向上する。一方、知的障害児の長座体

前屈平均値は男子 6cm、女子 4.4cm と非常に伸び幅

が小さかった。 

身長の要因が関与している可能性があるので、研

究室にある他の卒業研究（茨城県内の小学校で実施

された体力運動能力調査）のデータから、小学校 6

年生の男児 119 人、女児 102 人、合計 221 人の身長

と長座体前屈の値の相関関係を検討したが、男女と

も身長と長座体前屈の相関係数は低く、身長により

長座体前屈の値が影響されることは、ほとんどなか

った。 

 幼児期の柔軟性は健常児とほぼ同様であると考
えられ、したがって、知的障害児の柔軟性低下は先
天的なものではなく、後天的な要素によるものと示
唆された。 

3-2 ストレッチングによる柔軟性の向上 

小学部低学年以降にみられる柔軟性低下は、定期
的なストレッチングの不足、ストレッチングの方法
の誤りに起因するものと考えられる。 

見波 2)らは、中高年女性を対象に 1 回当たり 60



分間のストレッチング・リズム運動・筋力トレーニ
ングを半年間行う介入実験で、ストレッチングを週
1 回行う群より週 2 回行う群の方が 1%水準で有意
に柔軟性の向上が認められたと報告している。特別
支援学校で行われているストレッチングは週 0 回
が最も多く、ストレッチングを行う回数が不十分で
あると思われる(図 1)。 

 
 

ストレッチングの実施者と未実施者の間に長座

体前屈偏差値の有意差がみられなかった要因とし

て、ストレッチングの取り組みが適切でなかったこ

とも考えられる。黒岩 3)は、柔軟性の低い者は最大

伸展の 80％強度を 30 秒間保持することにより、最

も効果的な柔軟性の向上が得られたと報告してい

る。しかしながら、アンケートでストレッチングの

筋・腱・関節にかかる負荷強度を問うたところ、「ふ

つう・やや弱い・弱い」に該当する子どもがほとん

どであった(図 2)。知的障害児は痛みに耐える意味

を理解しづらいため、その結果、痛くない範囲でス

トレッチングを行っているので効果があらわれな

いのではないかと考えられる。 

マット運動の実施者と未実施者の間では長座体

前屈偏差値に有意差が認められた。斉藤 5)らは、マ

ット運動を含む体操教室に通う 3 歳から 11 歳まで

の子どもの 1 ヵ月間の柔軟性（立位体前屈）の変化

を見たところ、4 歳、5 歳、9 歳、10 歳で有意な改

善が見られ、本研究と近似した結果が得られた。マ

ット運動は体を丸めたり、そらしたり、伸ばしたり

と、多様な動きをすることでストレッチングと似た

役割をし、身体をほぐすことにより、柔軟性向上に

つながる運動として期待できる。 

 

3-3 運動と柔軟性  

津山 4)らは、8 歳から 12 歳までの低学年から継

続して週 1～2 回の頻度で、歩く、走る、弾む、跳

ぶ、振る、回るなどの動作とバランスボールを使っ

た運動を 2 時間行っている体操教室の女子児童と

公立小学校に通う児童の長座体前屈値を比較した

ところ、8 歳では両者はほぼ同程度だったが、9～

12歳では体操教室の児童の方が大きい傾向を示し、

9 歳、11 歳、12 歳では両者の間に有意差が認めら

れ、ストレッチングに限らず運動を継続することで

柔軟性が向上していると報告している。この両者の

関係は、今回の調査した健常児と知的障害児の関係

と近似している。 

特別支援学校児童生徒の 1 週間の運動合計時間

をみるとおよそ 260 分未満であり、平日 1 日あたり

50 分ほどの運動しか実施されていない。運動時間

が尐ない理由として、次のようなことが考えられる。

ほとんどの児童生徒が自動車（保護者送迎またはス

クールバス利用）で登下校を行っているので歩く機

会が尐ない傾向にあることや、自立的な運動スポー

ツへの参加が難しいこと、体育授業中に実際に運動

している時間が尐ないことなどが考えられる。 

知的障害児の運動時間は全体的に尐ないので、1

週間の運動合計時間と長座体前屈値、長座体前屈偏

差値との相関関係は見られなかったが、さらに運動

時間を増やすことにより柔軟性が高められる可能

性もあると思われる。今後、運動プログラムの確立

とストレッチングの積極的な導入が課題にあげら

れる。 
 
4．まとめ 

本研究は、特別支援学校児童生徒の長座体前屈を実

測し、ストレッチング実施状況、体力、運動スキル

との関連を検討することで、知的障害児の柔軟性低

下の原因や、柔軟性向上につながる要因を検討し、

以下の結果が得られた。 

 健常児と比較し、女子の小学部低学年以外の群に

おいて知的障害児の長座体前屈の平均値は有意

に低かった。 

 健常児との差は年齢とともに拡大する傾向があ

り、柔軟性が低いのは先天的なものではなく、後

天的な要因が大きいことが示唆された。 

 柔軟性とストレッチング実施状況、体力、運動ス

キル等との関連性は、今回の調査では見られなか

った。特別支援学校で行われるストレッチングの

機会が尐ないことや、ストレッチングを行う際の

関節・筋・腱への負荷が不十分なため、柔軟性に

対する効果が薄いことが考えられた。 

 運動内容別に、実施者と未実施者の長座体前屈の

平均値の差を比較すると、マット運動に 2 群の差

の有意性がみられた。 
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図 1 ストレッチングの 1週間回数状況 

図 2 ストレッチングの負荷強度 


